
 

令和 2年 3月 24日 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて 

ガスの特例措置の認可等を行いました（第 3報） 

 

関東経済産業局は、本日、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福

祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく

貸付を受けたガスの需要家に対する特例措置の認可等を行いました。 

 

1.各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な

資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。 

今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本制度の貸付の対象世帯

を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に

向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。 

 

2.上記特例措置に基づく「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の貸付を受け

たガスの需要家に対する特例措置等として、下記事業者から、本日付けで、

小売全面自由化後の経過措置に係る小売料金その他の供給条件及び託送料

金その他の供給条件について特例措置（料金の支払期限の延長）の認可申請

等があり、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、即日特例措置の認

可等（別紙 1参照）を行いました。 

 

3.なお、今後、影響が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請

を受けて、速やかに特例措置の認可等を行う予定です。 

 

記 

 

○一般ガス導管事業者（10事業者） 

○旧簡易ガスみなしガス小売事業者（9事業者） 

別紙 2参照 

  

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課長 芳賀潤一 

 担当者：古川、北村 

 電 話：048-600-0411（直通） 

 F A X：048-601-1298 

  



（別紙 1） 

 

 

（一般ガス導管事業者） 

託送供給約款についての特例措置の概要 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの使用

者を需要家とする払出地点に係る託送供給について、託送供給依頼者から申し

出があった場合、以下の措置を適用する。 

 

 

1．西武ガス株式会社、湯河原瓦斯株式会社、昭島ガス株式会社、鷲宮ガス株

式会社、桐生瓦斯株式会社 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの使

用者を需要家とする払出地点に係る令和 2年 2 月検針分（支払期限日が令和

2 年 3 月 25 日以降となるもの）及び 3 月検針分の託送供給料金の支払期限を

それぞれ 1 ヶ月延長する。 

 

2．武陽ガス株式会社、大東ガス株式会社、秦野瓦斯株式会社、長野都市ガス

株式会社、小田原瓦斯株式会社 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの使

用者を需要家とする払出地点に係る令和 2年 2 月検針分（支払期限日が令和

2 年 3 月 25 日以降となるもの）、3 月検針分及び 4 月検針分の託送供給料金

の支払期限をそれぞれ 1 ヶ月延長する。 



 

 

 

（旧簡易ガスみなしガス小売事業者） 

指定旧供給地点小売供給約款についての特別措置の概要 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの需要

家から申し出があった場合、以下の措置を適用する。 

 

1．伊東瓦斯株式会社 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けた需要家の

ガス料金の支払期限について、令和 2 年 3 月検針分を 1 ヶ月延長する。 

 

2．蒲原瓦斯株式会社、茨石商事株式会社、関彰商事株式会社、太平産業株式

会社、武州産業株式会社 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けた需要家の

ガス料金の支払期限について、令和 2 年 2 月検針分（支払期限日が令和 2 年

3 月 25 日以降となるもの）及び 3 月検針分をそれぞれ 1 ヶ月延長する。 

 

3．武陽ガス株式会社、秦野瓦斯株式会社、東京ガスエネルギー株式会社 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急

小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けた需要家の

ガス料金の支払期限について、令和 2 年 2 月検針分（支払期限日が令和 2 年

3 月 25 日以降となるもの）、3 月検針分及び 4 月検針分の支払期限をそれぞ

れ 1 ヶ月延長する。 

 

 



（別紙 2） 

 

ガスの特例措置の認可等を行った事業者 

 

○一般ガス導管事業者（10 事業者） 

 事業者名 法人番号 供給区域 

西武ガス株式会社 8030001089452  埼玉県 

武陽ガス株式会社 3013101000328  東京都 

湯河原瓦斯株式会社 1021001032054  神奈川県、静岡県 

大東ガス株式会社 3030001056382  埼玉県、東京都、神奈川県 

秦野瓦斯株式会社 7021001022743  神奈川県 

長野都市ガス株式会社 3100001004887  長野県 

昭島ガス株式会社 8012801001829  東京都 

鷲宮ガス株式会社 6030001031267  埼玉県 

小田原瓦斯株式会社 4021001032398  神奈川県 

桐生瓦斯株式会社 3070001015806  群馬県 

 

 

○旧簡易ガスみなしガス小売事業者（9 事業者） 

事業者名 法人番号 供給地点群名 所 在 地 

蒲原瓦斯株式会社 5110001008233  尼瀬他地区 新潟県三島郡出雲崎町尼

瀬 18 

武陽ガス株式会社 3013101000328  中央商事日の出団

地 

東京都西多摩郡日の出町

大字平井字中野 2196-2 

  パーク・タウン三

吉野 

東京都西多摩郡日の出町

大字平井字三吉野下平井

753-3 

茨石商事株式会社 2050001011353  ばらき台団地 茨城県石岡市茨城 2-6-25 

関彰商事株式会社 2050001031500  協和町蓮沼団地 茨城県筑西市蓮沼字前原

1591-114 

  駒羽根台団地 茨城県古河市駒羽根字元

橋 1153-17 

  みどり野団地 茨城県古河市西牛ヶ谷

900-88 

伊東瓦斯株式会社 8080101013191  プライムコミュニ

ティ伊東 

静岡県伊東市富戸字上野

1012－2番地 



事業者名 法人番号 供給地点群名 所 在 地 

秦野瓦斯株式会社 7021001022743  渋沢相互住宅 神奈川県秦野市渋沢3丁目

1-1～12他 

太平産業株式会社 3050001024016  石滝団地 茨城県高萩市石滝 2508 

  日立電線赤坂団地 茨 城 県 日 立 市 川 尻 町

3-50-23 

東京ガスエネルギー株

式会社 

3011801021222  ブリティッシュタ

ウン福生 

東京都あきる野市草花

3670番地 

  神奈中綾瀬鶴ヶ岡

団地 

神奈川県綾瀬市深谷中7丁

目 29番 58号 

  水郷田名団地 神奈川県相模原市中央区

水郷田名 3丁目 17番 17号 

  湘南大磯住宅地 神奈川県中郡大磯町石神

台 3丁目 15番地ほか 

  油壺グローイング

シティ 

神奈川県三浦市三崎町小

網代 21番地 

  小林団地（B地区） 千葉県印西市小林北 3-9-3

ほか 

  はにわ台団地 千葉県山武郡芝山町新井

田 455-469 

  つくばね団地 茨城県つくば市自由ヶ丘

401-23 

  向野団地 茨城県ひたちなか市大字

馬渡向野 2822 

  東中根団地 茨城県ひたちなか市中根

3600 

  須和間団地 茨城県那珂郡東海村須和

間 171ほか 

  東海南台住宅地 茨城県那珂郡東海村須和

間 640 

  大宮ニュータウン

南台 

茨城県常陸大宮市上村田

1905-76 

  中郷ニュータウン 茨城県北茨城市中郷町汐

見ヶ丘 7-1258-72 

武州産業株式会社 4030001055499  東急団地 埼玉県狭山市水野 384 

  月吉団地 埼玉県川越市野田 1311 

  東邦団地 埼玉県川越市砂 684 



事業者名 法人番号 供給地点群名 所 在 地 

武州産業株式会社 4030001055499  日化小川団地 埼玉県比企郡小川町大字

木部字深田 220-1 

 


